平成27年度 入札結果（単位：円）
年月日

担当課等

事 業 名

予定価格（税込み） 落札額（税込み）

落 札 者

27.10.06 危機管理防災課 平成27年度 消防団ポンプ車更新事業

18,198,000

27.10.06 危機管理防災課 平成27年度 小型動力消防ポンプ購入

1,138,320

1,026,000 ㈱コウサカ

4

3,672,000

3,650,400 ㈱宮本園

4

27.10.06 上下水道課

平成27年度 統合簡水整備事業 北瑞簡水送水管布設替（第一期）工
事

27.10.06 まちづくり課 平成27年度 まち並整備事業 仲町街灯塗装塗替え工事
平成27年度 交通安全施設整備事業 市道1-124号（新町）道路標識設
置工事
平成27年度 新幹線飯山駅周辺土地区画整理事業 （都）綱切線 道路
27.10.06 まちづくり課
標識設置工事
27.10.06 道路河川課

27.10.06

農林課

平成27年度 市単災害復旧事業 関沢地区水路復旧工事

27.10.06 危機管理防災課 平成27年度 消火栓購入
27.10.06 まちづくり課 平成26年度（繰越） まち並整備事業 飯山駅前公園修景工事

16,178,400 ㈱オートパル飯山

参加者数

9

853,200

642,600 ㈱本木建設

5

4,989,600

4,320,000 ㈲吉越商事

5

2,721,600

2,430,000 ㈲小山商会

5

1,036,800

993,600 ㈲吉越商事

5

1,728,000

1,699,920 ㈱北川鉄工所

2

25,552,800

25,380,000 伊東建設㈱

5

2,797,200

2,754,000 坂東建設㈱

5

2,008,800

1,890,000 中信アスナ㈱ 長野支店

3

27.10.13 道路河川課 平成27年度 防災対策整備事業 寮ノ沢（柏尾）河川改修工事

2,041,200

1,836,000 ㈲吉越商事

5

27.10.13

1,468,800

1,296,000 坂東建設㈱

6

2,181,600

2,052,000 千曲商事㈲

5

27.10.13 子ども育成課 平成27年度 児童福祉施設整備事業 あきは保育園屋根改修工事
27.10.13 上下水道課

庶務課

平成27年度 飯山市特定環境保全公共下水道事業（戸狩処理区） 川
面第二マンホールポンプ修繕工事

平成27年度 庁舎整備事業 庁舎駐輪場防水改修工事

平成26年度（繰越） 駅西地区整備事業 仮設進入路（飯山市公民館駐
車場他）修繕工事
平成27年度 社会資本整備総合交付金事業 市道1－542号（南新町）
27.10.13 道路河川課
測量設計業務委託
平成27年度 社会資本整備総合交付金事業 市道1－505号（神明町）
27.10.13 道路河川課
ポンプ設備工事
27.10.13 まちづくり課

27.10.13 道路河川課 平成27年度 市道改良事業 市道1-127号（北町）ポンプ設備工事
27.10.20 子ども育成課 平成27年度 小学校施設整備事業 学校消防設備改修工事
平成27年度 飯山市公共下水道事業(木島処理区) 木島南部舗装本復
旧工事
平成27年度 飯山市公共下水道事業(飯山処理区) 黄金石マンホール
27.10.20 上下水道課
ポンプ更新工事
27.10.20 上下水道課

1,068,120

972,000 ㈱しな測

3

17,604,000

16,848,000 ㈲越後屋電器商会

6

12,960,000

11,016,000 ㈲越後屋電器商会

6

1,285,200

1,274,400 ㈲髙澤

6

9,698,400

9,180,000 飯山土建㈱

5

7,776,000

6,976,800 小林電気㈱

6

年月日

担当課等

事 業 名

27.10.20 上下水道課 平成27年度 有尾第１配水池緊急遮断弁用操作盤修繕工事
27.10.20 子ども育成課

平成27年度 児童福祉施設整備事業 給食調理室食器消毒保管庫購
入

予定価格（税込み） 落札額（税込み）

2,948,400

落 札 者

2,797,200 富士工機㈱

参加者数

4

1,447,200

820,800 ㈲髙澤

9

27.10.20 上下水道課 平成27年度 飯山市中学校給食センター新築に伴う配水管布設工事

3,618,000

3,423,600 ㈱宮本園

4

27.10.20

農林課

平成27年度 市単土地改良事業 桑名川地区水路改修工事

1,090,800

1,080,000 ㈱藤巻建設

3

27.10.20

農林課

平成27年度 菜の花の里づくり事業 犬坊山駐車場舗装工事

1,998,000

1,998,000 北信建設興業㈱

5

5,920,992

5,680,800 ㈱小林ポンプ防災

4

1,803,600

1,501,200 ㈱アルプス管工

6

1,436,400

1,404,000 中信アスナ㈱

3

2,322,000

1,619,514 ㈱アセラ 長野支店

4

3,056,400

3,024,000 ㈱ネイチュアエンタープライズ

3

27.10.20 危機管理防災課 平成27年度 小型消防ポンプ積載車及び小型動力消防ポンプ購入
平成27年度 飯山市公共下水道事業（飯山処理区） 管渠布設工事
（27-3工区）
平成27年度 飯山市特定環境保全公共下水道事業（斑尾処理区） 斑
27.10.27 上下水道課
尾№11,12マンホールポンプ自動通報・監視装置入替工事
平成27年度 飯山市公共下水道事業(飯山処理区) 飯山終末処理場・
27.10.27 上下水道課
有尾汚水中継ポンプ場活性炭交換工事
平成27年度 新幹線時代の観光地づくり事業 サイクル環境整備推進サ
27.10.27 まちづくり課
イクルマップ作成業務委託
27.10.27 上下水道課

